




GREETINGS ごあいさつ

　このたび、男子イラン代表チームを宮城県並びに岩手県にお迎えし、「バスケット
ボール男子日本代表国際強化試合2021（宮城大会 / 岩手大会） 東日本大震災10

周年復興支援大会」 を開催できますことを、大変うれしく思います。また、難しい状
況のなか来日いただきました男子イラン代表チームの皆様にも、心から感謝いたし
ます。
　今大会は、コロナ禍のなかで強化活動を続ける男子日本代表チームにとって、貴
重な国際試合の機会です。安心安全な大会とするべく最善を尽くしますので、ファ
ンの皆様におかれましては、会場で、あるいはインターネット配信を通じ、ぜひ試合
をお楽しみください。
　また、この東北地区での3ゲームについては 「東日本大震災10周年復興支援大会」 
として開催させていただきます。震災から今年で10年。一つの節目とはなりますが、
現実には、まだまだ復興の道半ばであると拝察いたします。「あの日」を私たちの記
憶に留めつつ、しかし一歩ずつ着実に前に向かうために、微力ながら今大会が地域
の皆様の元気に少しでもつながるものであることを願っています。
　結びに、今大会をご支援くださる協賛各社様、また本大会の開催にあたりご尽力
いただきます皆様方にお礼を申し上げますとともに、大会の成功を祈念いたしまして、
ごあいさつといたします。

公益財団法人日本バスケットボール協会様

　我々イラン代表チームを日本に招待、歓迎してくださり、心より御礼申し上げます。
　日本にご招待いただくことは、我々にとっては誇りであり、日本の素晴らしいおも
てなしは既に経験していますが、再びこのような素晴らしい機会を得られたことを
大変嬉しく思っております。
　今回の国際強化試合は、必ずや両チームの競技力を向上させ、今後続く様々な大
会に向け、素晴らしい準備の機会となることでしょう。
　二国間の協力関係と連帯感が、今後、以前にも増して続くことを願っております。
今回の素晴らしい機会に感謝するとともに、日本代表チームをイランにお迎えする
日が来ることを、心より楽しみにしております。

公益財団法人日本バスケットボール協会 会長
President, Japan Basketball Association

三屋 裕子
Yuko Mitsuya

イランバスケットボール連盟 会長
President, Iran Basketball Federation

ラミン タバタバエイ
Dr. Ramin Tabatabaei

It is my great pleasure to welcome the Iranian Men's National Basketball Team 

to Miyagi and Iwate Prefectures for the "Japan Men's National Basketball Team 

International Games 2021 (Miyagi/Iwate)" to support the 10th memorial of the 

Great East Japan Earthquake. I would also like to express my sincere gratitude to 

the Iranian Team for coming to Japan under such difficult circumstances.

It will be a very precious opportunity for the Japanese Men’s National Team that 

has been working on under many COVID-19 restrictions. We will do our best to 

run the event safely in the secure environment and we hope all of you will enjoy 

the games at the venue and via the internet. We would truly appreciate your big 

cheers and support.

In addition, the three games in the Tohoku area will be held as the commemoration 

event for the 10th memorial of the Great East Japan Earthquake to support their 

reconstructions. 

This year marks a milestone, but in reality, we still have a long way to go in terms 

of the true recovery. While keeping that day in our memories, I hope that this 

event will be able to cheer the local people up to move forward steadily, step 

by step.

In conclusion, I would like to express my gratitude to all the sponsors who are 

supporting this event and to all the people who are working hard to make this 

event a success.

Dear Japan Basketball Association

Thank you for inviting and welcoming our National team in Japan

We are so proud to be the your guest - We already experienced the great 

hospitality of Japan and we are delighted to have this great opportunity once 

again.

The upcoming friendly games will certainly increase performance level of both 

teams, plus a good preparation before the upcoming events. 

I hope this bilateral collaborations and solidarity continues in future, more than 

before. We appreciate this great opportunity and kindly be informed that Japan 

national teams are always welcomed to Iran.



MESSAGE 男子日本代表からのメッセージ

ラマス フリオ ヘッドコーチ　
「みなさん、こんにちは。バスケットボール男子日本代表ヘッドコーチのラマス フリオです。東北の
地で、日本代表がイラン代表と強化試合を開催することになりました。我々にとって重要な試合で
あり、みなさんに元気を与えれるように、勝利を目指して、みなさんと一緒に頑張りたいと思います」

竹内 公輔　
「東日本大震災から1 0年が経ちましたが、自分も阪神淡路大震災（ 1 995年）の恐怖を今でも覚えて
いるほどなので、不安な気持ちを抱き続けている方々も多いと思います。今回のイラン戦は復興試
合として、宮城県、岩手県のみなさまを元気にできるようなバスケットボールをお見せしたいと思い
ます。応援のほどよろしくお願いします」

竹内 譲次　
「東日本大震災から10年が経ちましたが、まだまだ復興には時間がかかると聞いています。僕たちは
微力ながら、今回の大会で元気なプレーを見せて、みなさんを勇気づけられるように頑張りたいと思
います。応援よろしくお願いします」

金丸 晃輔　
「東日本大震災から1 0年が経ちますが、まだ癒えていないことがあると思います。そういった方々た
ちに僕たちの試合を観て元気を与えられたらいいなと思っています。ぜひ応援よろしくお願いしま
す」

辻 直人　
「東日本大震災が起きた時は大学生で、ちょうど練習中でした。今でもあの大きな地震を記憶してい
ます。この宮城、岩手大会では、みなさんを少しでも勇気づけられるよう、また少しでも元気づけら
れるようにコートで表現をしたいと思います。みなさんにいい影響を与えられるように頑張ります
ので応援よろしくお願いします」

安藤 誓哉　
「こんにちは。東日本大震災から1 0年が経ちました。自分も宮城県の仙台大学附属明成高校出身で、
今でも地震のことをすごく覚えています。宮城県、岩手県のみなさまに元気を与えられるよう、エナ
ジーあふれるプレーをしたいと思いますので、応援よろしくお願いします」

東日本大震災から10年…
復興支援大会に臨むAKATSUKI FIVEの思い





　流れが劇的に変わったのは201 8年6月。日本
に帰化したファジーカス ニックと、ゴンザガ大学
の主力へと躍進した八村塁が日本代表に加入し
たことでチーム力は大幅に向上する。一次予選
Window3では、ホームの大観衆の前で格上の
オーストラリアに79-78で勝利する大金星をあげ
ると、続くアウェーではチャイニーズ・タイペイを
40点差で圧倒。崖っぷちを脱して二次予選に進
出した。
　二次予選のWindow5では八村に加えて当時メ
ンフィス・グリズリーズと2ウェイ契約を結んでい
た渡邊雄太も加勢。アジアの強豪イランと曲者カ
ザフスタンに連勝して波に乗り、以後は国内組の
戦力で勝ち星を重ね、4連敗からの8連勝でオース
トラリアに次ぐグループ2位で出場権を獲得した。
　日本がFIBAワールドカップに出場するのは、自
国開催となった2006年以来 1 3年ぶりであり、自
力で切符をつかんだのは 1 998年大会以来、実に
21年ぶりのことだった。
　また、201 9年6月には日本バスケットボール界
にとって歴史的な日が訪れる。ジュリアス・アービ
ング賞（NCAA年間最優秀スモールフォワード賞）
を受賞するまでに成長した八村塁がNBAドラフト
一巡目9位でワシントン・ウィザーズから指名され

る快挙を成し遂げたのだ。
　次々に歴史の扉を開けている日本は、201 9年
夏、渡邊雄太と八村塁という2人のNBAプレー
ヤーを擁して「ヨーロッパ勢から1勝」（ラマスHC）
を目標に 1 3年ぶりとなる世界の舞台に挑む。し
かし、グループラウンドではヨーロッパの強豪ト
ルコとチェコに敗れ、FIBAランキング 1位のアメ
リカの前に完敗を喫して3連敗。順位決定戦でも
ニュージーランドとモンテネグロに敗れ、5戦全敗
で大会を終えた。
　だが、世界への挑戦はここからが始まりなので
ある。「ワールドカップで得たのは経験」とラマス
HCが言うように、201 7年から積み上げてきた土
台をステップにして羽ばたくのはこれからなのだ。
　2021年には渡邊雄太がトロント・ラプターズ
と本契約を結び、八村塁は日本人初となるNBAプ
レーオフでのプレーを果たす。馬場雄大はオース
トラリアリーグでファイナルを経験するなど海外
組が大きく飛躍した。
　国内組に目を向ければ、Bリーグでは群雄割拠
の中で切磋琢磨を続けた。コロナ禍で代表活動が
できない状況でも選手たちは個々を磨き、前進し
続けているのだ。2021年夏、男子代表は45年ぶ
りとなるオリンピックの舞台に挑む。

COLUMN 歴史の扉を次々に開けたラマスJAPAN激動の4年間

マス フリオヘッドコーチ（以下HC）が就任
した201 7年から男子バスケットボールは

激動の時代を歩んでいる。そして今、自国開催の
オリンピックで勝負のときを迎えようとしている。
　激動の始まりは『FIBAワールドカップ2019』の
出場権をかけた戦いからだった。当時日本には東
京2020オリンピックの開催地枠が付与されてお
らず、男子はその出場権を得ることが条件とされ、
代表チームの成長もFIBAから審査されていた。
　2017年 1 1月から始まったFIBAワールドカップ 

アジア地区一次予選では、フィリピンとオースト
ラリア戦の連敗に始まり、201 8年2月にはチャイ
ニーズ・タイペイとフィリピンに惜敗。4連敗の崖っ
ぷちに立たされた。のちに、ラマスHCは選手の特
徴や日本の文化を知ることに時間を費やしたこと
を明かしているが、同時に選手たちもラマスHCが
指導する世界基準のシステムを覚えることに懸命
だった。この時期に試行錯誤したことで、チームは
一つになっていく。

男子日本代表
予選ラウンド（グループC）

7月 26日 （月） 21：00 vs.スペイン

7月 29日 （木） 13：40 vs.OQT（K）※

8月 1日 （日） 13：40 vs.アルゼンチン
決勝ラウンド

8月 3日 （火）　準々決勝

8月 5日 （木） 準決勝

8月 7日 （土） 決勝・3位決定戦／表彰式

女子日本代表
予選ラウンド（グループB）

7月 27日 （火） 10：00 vs.フランス

7月 30日 （金） 13：40 vs.アメリカ

8月 2日 （月） 10：00 vs.ナイジェリア
決勝ラウンド

8月 4日 （水） 準々決勝

8月 6日 （金） 準決勝

8月 7日 （土） 3位決定戦

8月 8日 （日） 決勝／表彰式

ラ

SCHEDULE 東京2020オリンピック 男女日本代表日程

FIBA WORLD RANKING
順位 国名 ゾーン順位 ポイント
1 アメリカ 1 781.8 

2 スペイン 1 721.3 

3 オーストラリア 1 667.0 

4 アルゼンチン 2 662.4 

5 セルビア 2 662.0 

6 ギリシャ 3 658.4 

7 フランス 4 656.0 

8 リトアニア 5 634.6 

9 ロシア 6 613.3 

10 イタリア 7 596.4 

11 ブラジル 3 591.6 

12 チェコ 8 585.4 

13 ポーランド 9 573.7 

14 クロアチア 10 546.7 

15 トルコ 11 531.9 

23 イラン 2 432.1 

25 ニュージーランド 3 421.8 

29 中国 4 363.7 

30 韓国 5 341.1 

31 フィリピン 6 340.8 

40 ヨルダン 7 273.0 

42 日本 8 260.6 

@FIBAAsiaCup

6月18日からフィリピンで行われたFIBAアジアカップ 予選フィリピン大会に臨んだ男子日本代表

※OQT（K）＝世界最終予選カナウス（リトアニア）会場の勝者

※ゾーン：アメリカ■　ヨーロッパ■　アジア・オセアニア■　

2021年3月2日現在





INTERVIEW HCインタビュー

Julio Lamas
オリンピックを 1か月後に控え、どのように強化を
進めていますか？
ラマスHC―昨年2月にFIBAアジアカップ予選
でチャイニーズ・タイペイと試合をしたあと、16か
月間も活動が空いてしまい、選手と行動を共にする
ことができませんでした。6月上旬に国内組との強
化合宿が始まり、今は充実した練習をしています。
そんな中で迎えたアジアカップ予選は再スタート
のつもりで臨み、3つの目標を掲げました。1つ目
はアジアカップの出場権を獲得すること。2つ目は
失われた時間を取り戻して昨年2月よりさらにいい
姿を見せること。3つ目は201 9年のFIBAワール
ドカップ後、オフェンスとディフェンスを改善して
いるので、その課題を修正してチームをさらに強く
することです。
ワールドカップで出たオフェンスとディフェンス
の修正点とは？
ラマスHC―ディフェンスに関してはアグレッ

アジアカップ予選から再スタート
シブさを強化し、（チーム内での）ルールや考え方
で変更する部分が出てきました。ボールへのプレッ
シャー、相手のオフェンスリバウンドに対しての守
り方、ピック＆ロールに対するルール変更などで
す。ディフェンスの改善は昨年2月のチャイニー
ズ・タイペイ戦から実行できているので、それを継
続的にやっていきます。オフェンスでは初めて導
入するセットプレーがあります。スペーシングを
作ることやアーリーオフェンスについても修正を
入れました。
代表の活動期間は空いてしまいましたが、その間、
Bリーグで個々の成長は感じますか？
ラマスHC― Bリーグの試合で代表候補選手の
ことはいつも見ていますし、海外でプレーする選手
の成長ぶりも見ています。レベルを維持している
選手もいれば、今までの経験を生かしている選手
もいます。Bリーグ自体の競争力がさらに上がって
いるので、そこでプレーしている選手たちはもちろ
んレベルアップしています。

渡邊雄太、八村塁、馬場雄大ら、海外でプレーする
選手たちに期待することは？ 
ラマスHC― 3人が重要な選手だということは
言うまでもなく、3人ともアスレティック能力とメ
ンタルな部分で高い能力を持っています。彼らに
はゲームの中でリーダーシップを発揮してほしい
です。オリンピックではすべて格上と戦いますし、
彼らがそういう相手でも挑戦する姿を見せてくれ
ることを期待します。

ワールドカップで得た経験をもとに、東京オリン
ピックではどのように戦いますか？
ラマスHC―ワールドカップで得たのは経験で
す。初めてワールドカップという世界規模の舞台
に立った選手が多く、選手たちの成長につながりま
した。そこでは残念ながら1つも勝てませんでした
が、時には五分五分で競争できた内容もあり、反対
に競争できなかった試合もあります。そうした試
合を分析し、オリンピックではワールドカップより
いい内容で戦いたいです。いいパフォーマンスを
するためには、より多くの機会を設けてチームで一
緒の時間を過ごすことが重要です。強化試合でい
い結果を残しながら、オリンピックに臨みます。
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特に厳しく選手たちを叱咤激励するラマスHC

ラマス フリオ 男子日本代表ヘッドコーチ

45年ぶりのオリンピックへの挑戦

FIBAワールドカップで
得た経験を生かして勝負

写真協力：フロムワン／山口剛生

写真協力：フロムワン／山口剛生

写真協力：フロムワン／伊藤大允

海外組にはリーダーシップを期待

ラマス フリオ
1964年6月9日、アルゼンチン・ブエノスアイレス出身
ラマス フリオは指導者としてアルゼンチンリーグで4度優勝、最優秀
コーチ賞を7度受賞した実績がある。スペインのレアル・マドリードでも
チームを率いた経験があり、2012年のロンドンオリンピックでは母国
アルゼンチン代表をベスト4に導いた。2017年7月1日、男子日本代表
チームのヘッドコーチに就任。FIBAワールドカップ2019アジア予選
では4連敗後、8連勝を果たし、21年ぶりに自力でアジア予選を突破、
東京2020オリンピックの開催地枠獲得に尽力した。







PICKUP PLAYERS 注目選手紹介

トガードとしての重責を果たした。「自分が組
み立てるというよりは、全体の流れを意識して
オフェンスがスムーズにいくように考えてい
る」と発言するように、ユーティリティープレー
ヤーとして日本代表で担う役割は大きい。
「ラマスHCになってからずっと日本代表に参
加させてもらっているので、コーチが自分に何
を求めているかが分かるし、コミュニケーショ
ンも取れて信頼関係もできています。『オリン
ピックには絶対に出る』という考えのもと、その
競争に勝ってオリンピックで戦う自信はありま
す。今後、海外組が合流することを考えても、
強化試合では課題である激しいディフェンス
を展開して、国内組のチーム力を積み上げてい
くことが大事です」

「自分に求められていることは分かっている」
静な判断力とディフェンス力を備え、勝
負所でのシュート力が光るマルチガー

ド。本来はシューティングガードのポジション
を務めるが、状況に応じてポイントガードをこ
なす万能さが田中大貴の魅力である。
　現在は日本代表の主軸を担うが、若手の頃は
自身の役割を見失った時期もあり、201 6年に
はリオデジャネイロ・オリンピック最終予選の
メンバーから落選したこともあった。そうした
様々な試練と経験を積んだことにより、ラマス 

フリオヘッドコーチが指揮をとり始めた201 7

年からは主軸として欠かせない存在となって
いる。6月1 6日～20日までフィリピンで開催
されたFIBAアジアカップ2021予選でもその
マルチぶりを発揮。サイズアップしたポイン

本を代表するシューターだ。味方のス
クリーンを駆使し、みずから動き回って

チャンスを作り、一瞬の隙を見逃さずにシュー
トを打ち切るスキルを持つ。その精度の高さは
『精密機械』と呼ばれるほどである。2020-21

シーズンは平均 16.8点、3ポイント46.6%、フ
リースロー90.7%という成功率の高さをマー
ク。得点では日本出身の選手として 1位（全体
1 8位）、3ポイントとフリースローの確率は2位
という堂々のスタッツを叩き出し、4年連続ベ
スト5を受賞し、初となるレギュラーシーズン
MVPを獲得した。
　日本代表入りは201 1年。201 2年のFIBA

アジアカップ（のちのアジアチャレンジ）で準
優勝、201 4年のアジア競技大会では銅メダル

獲得に貢献している。以後は大きな大会への
参加はなかったが、再びシュート力を見込まれ、
2020年FIBAアジアカップ予選から日本代表
に復帰。「今年は、オリンピックに出られるチャ
ンスなので、選考合宿でしっかりとアピールし
て代表メンバーに選ばれたい」と公言するほど、
今夏に懸けている。
「僕が試合に出るということは、3ポイントを
狙ってほしいということ。ワールドカップを
見ても、3ポイントは簡単に打てないですし、
シュートを打つ前に激しくディナイされてボー
ルがもらえる状況ではないことも分かっていま
す。ボールをもらう前のスクリーンを意識して、
空いたら全部打つという強い意志を持って挑
みます」

@FIBAAsiaCup

@FIBAAsiaCup

@FIBAAsiaCup

@FIBAAsiaCup
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「空いたら全部打つという強い意志で臨む」

Daiki Tanaka

Kosuke Kanamaru

田中 大貴

金丸 晃輔

ポイントガードでの起用も期待される田中大貴 持ち前の得点力を男子日本代表でも発揮したい金丸晃輔

1991年9月3日生まれ／長崎県出身／ 192㎝／ガード／長崎西高校では2、3
年次にウインターカップベスト16。東海大学では3、4年次にインカレを制覇し
て2年連続MVPに輝く。同校卒業後、トヨタ自動車アルバルク東京（現アルバ
ルク東京）に入団し、2017-18シーズンはBリーグチャンピオンシップMVP、
2019-20シーズンはレギュラーシーズンMVPを獲得。2012年に日本代表入
りを果たし、ラマスジャパンでは主軸として活躍。FIBAワールドカップ2019 
アジア地区予選の全 12試合、2019年FIBAワールドカップに出場。

1989年3月8日生まれ／福岡県出身／ 192㎝／スモールフォワード／福岡大学
附属大濠高校2年次にインターハイ準優勝、3年次はウインターカップ3位。明
治大学では4年次にインカレ3位に導くと、優秀選手賞、得点王、3ポイント王
に輝く。大学卒業後に入団したJBLパナソニックでは新人王を獲得。2013年
にパナソニックを天皇杯制覇に導いてベスト5受賞。日本代表入りは201 1年。
2014年のアジア競技大会では銅メダルに貢献。2020年アジアカップ予選より
日本代表に復帰。





JAPAN 男子日本代表（AKATSUKI FIVE）
ロスター 

PF

23

エドワーズ ギャビン（Gavin EDWARDS）
生年月日：1988年 1月15日

身長：206cm
所属：千葉ジェッツ

C

32

シェーファー アヴィ 幸樹（Avi Koki SCHAFER）
生年月日：1998年 1月28日

身長：206cm
所属：シーホース三河

PF

34

渡邉 飛勇（Hugh WATANABE）
生年月日：1998年 12月23日

身長：207cm
所属：カリフォルニア大学デービス校大学院1年

SG

24

田中 大貴（Daiki TANAKA）
生年月日：1991年9月3日

身長：192cm
所属：アルバルク東京

SF

88

張本 天傑（Tenketsu HARIMOTO）
生年月日：1992年 1月8日

身長：198cm
所属：名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

SG

14

金丸 晃輔（Kosuke KANAMARU）
生年月日：1989年3月8日

身長：192cm
所属：シーホース三河

PF

15

竹内 譲次（Joji TAKEUCHI）
生年月日：1985年 1月29日

身長：207cm
所属：アルバルク東京

PG

9

ベンドラメ 礼生（Leo VENDRAME）
生年月日：1993年 1 1月14日

身長：186cm
所属：サンロッカーズ渋谷 

PF

10

竹内 公輔（Kosuke TAKEUCHI）
生年月日：1985年 1月29日

身長：207cm
所属：宇都宮ブレックス

SG

13

安藤 周人（Shuto ANDO）
生年月日：1994年6月13日

身長：190cm
所属：名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

（2021年6月20日時点）

FIBAランク

42位

W杯出場 五輪出場

5回 6回

PF

0

ロシター ライアン（Ryan ROSSITER）
生年月日：1989年9月14日

身長：206cm
所属：宇都宮ブレックス

PG

1

安藤 誓哉（Seiya ANDO）
生年月日：1992年7月15日

身長：181cm
所属：アルバルク東京

PG

2

富樫 勇樹（Yuki TOGASHI）
生年月日：1993年7月30日

身長：167cm
所属：千葉ジェッツ

SG

3

辻 直人（Naoto TSUJI）
生年月日：1989年9月8日

身長：185cm
所属：川崎ブレイブサンダース

SG

6

比江島 慎（Makoto HIEJIMA）
生年月日：1990年8月1 1日

身長：191cm
所属：宇都宮ブレックス

ラマス フリオ（Julio LAMAS）
生年月日：1964年6月9日

アシスタントコーチ
マンドーレ エルマン（Herman MANDOLE）
公益財団法人日本バスケットボール協会

チームリーダー
東野 智弥（Tomoya HIGASHINO）
公益財団法人日本バスケットボール協会

サポートコーチ兼通訳
前田 顕蔵（Kenzo MAEDA）
秋田ノーザンハピネッツ

サポートコーチ兼通訳
勝久 ジェフリー（Geoffrey KATSUHISA）
川崎ブレイブサンダース

ストレングス&コンディショニングコーチ
阿部 勝彦（Katsuhiko ABE）
公益財団法人日本バスケットボール協会

アスレチックトレーナー
一柳 武男（Takeo ICHIYANAGI）
公益財団法人日本バスケットボール協会

サポートアスレチックトレーナー
古澤 美香（Mika FURUSAWA）
株式会社リニアート

サポートスタッフ
鈴木 良和（Yoshikazu SUZUKI）
株式会社ERUTLUC

チームマネージャー
西村 拓也（Takuya NISHIMURA）
公益財団法人日本バスケットボール協会

通訳
石橋 潤（Jun ISHIBASHI）
公益財団法人日本バスケットボール協会

HEAD COACH

STAFF





Iran 男子イラン代表
ロスター 

（2021年6月20日時点）

FIBAランク

23位

W杯出場 五輪出場

3回 3回

G

3

Sina VAHEDI
生年月日：2001年 1月8日

身長：187cm
所属：Shahrdari Gorgan

PG

5

Pujan JALALPOOR
生年月日：1993年6月14日 

身長：185cm
所属：Medi Bayreuth

PF

6

Hamed HOSSEINZADEH
生年月日:1987年 1月22日

身長:185cm
所属：Petrochimi

PG

7

Mohammad HASSANZADEH
生年月日：1990年 10月6日

身長：201cm
所属：Naft Abadan

SF

8

Saeid DAVARPANAH
生年月日：1987年9月7日

身長：190cm
所属：Naft Abadan

C

23

Aaron GERAMIPOOR
生年月日：1992年9月1 1日

身長：214cm
所属：San Lorenzo de Almagro

PF

41

Arsalan KAZEMI
生年月日：1990年4月22日

身長：201cm
所属：Chemidor

G

88

Behnam YAKHCHALI
生年月日：1995年7月12日

身長：191cm
所属：Rostock Seawolves

PF

12

Rouzbeh ARGHAVAN
生年月日：1988年5月18日

身長：214cm
所属：Petrochimi

G

13

Mohammad JAMSHIDI
生年月日：1991年7月30日

身長：199cm
所属：Shahrdari Gorgan

SF

14

Samad NIKKHAH
生年月日：1983年5月1 1日

身長：198cm
所属：Mahram

SG

17

Navid REZAEIFAR
生年月日：1996年8月23日

身長：191cm
所属：Shahrdari Gorgan

PF

20

Michael ROSTAMPOUR
生年月日：1991年 12月20日

身長：210cm
所属：Shahrdari Gorgan

Mehran SHAHINTAB
生年月日：1966年3月21日

TEAM MANAGER
Massoud GHASEMI

COACH
Farzad KOUHIAN AFZALI
Mehran ATASHI

HEAD COACH

STAFF
OFFICIAL
Behrooz MAHDAVI
Sadegh TAVAKOLI
Mohammad AHMAD ABADIAN
Mostafa KHERADMAND


























